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研究成果の概要（和文）： 

価格提示方法が消費者の参照価格に及ぼす影響を検討する全段階として、消費者の内的
参照価格概念の整理を行い、消費者の購買行動において公正価格と留保価格がより重要な
概念であることを考察した。概念整理を踏まえて、近年見られる価格決定権を完全に消費
者に委ねる価格設定方式について、公正価格と留保価格という２つの参照価格概念を用い
て考察を行った。更には、消費者が購買時にどの内的参照価格を利用するのかについて、
ウェブ調査を実施した。現在、分析作業を継続している段階である。 
研究成果の概要（英文）： 
In this research project, it was attempted to arrange various reference price 
concepts which were referred in existent pricing researches. Also, a questionnaire 
survey was conducted to clarify which of reference prices were used by consumers.    
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１．研究開始当初の背景 

これまで消費者行動研究領域においては、
価格変化への消費者の反応に関して様々な
研究がなされてきた。心理学的な側面からの
消費者行動研究アプローチにおいては、消費
者は心理内に「このくらいの価格が適切であ
ろう」と考える価格、即ち、内的参照価格を
備えていると考えられている。 

消費者行動研究においては、消費者は多様
な参照価格を心理内に保持しているとされ
ている。しかしながら、それらをどのように
使い分けているのかに関しては統一した見
解はえられていない。 

一方で、「～円引き」「～％引き」といった
売り手が示す価格の提示方法の違いや、「大
量入荷」「在庫処分」といった値引きの理由

が売上に影響を及ぼすことも先行研究(Del 
Vecchio et al.2003, Bobinski et al. 1996
など)から明らかにされている。すなわち、
価格の提示方法の違いが、消費者の提示され
た価格の受け入れに影響を及ぼしている可
能性が考えられる。更にこのことは、価格の
提示方法の違いが、消費者の受容価格域及び
内的参照価格に影響を及ぼしている可能性
を示唆している（図１）。 
消費者の内的参照価格への影響要因に関

しては、小島(1986)が提唱する「心理的財布」
概念に関連して説明することができる。心理
的財布とは、支出への心理的な痛みの大きさ
を表す概念であり、（１）時間要因（購買・
消費する時点・時期に関わる要因。平日なの
か、休日なのか。朝なのか、夜なのか、など）、 
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図１ 価格提示方法が消費者の持つ参照価
格に及ぼす影響 
 
（２）空間要因（購買・消費する空間に関わ
る要因。例：コーヒーを消費する場所は自宅
なのか、レストランなのか、新幹線の車内な
のか）、（３）状況要因（購買・消費する状況
に関わる要因。例：日常生活におけるものか、
観光におけるものか、など）、（４）対象要因
（購買・消費する対象に関わる要因。誰と一
緒に購買・消費するのか、一人なのか。）に
よって変化しうるとされている。 

これらの影響要因は、価格提示方法と、消
費者の価格の受け入れ（あるいは内的参照価
格）の間に媒介する要因となりうることが考
えられる。価格提示方法の違いがこれらの影
響要因に影響を及ぼすことによって、消費者
が売り手によって示された価格を受け入れ
られるかどうかが決まり、消費者の内的参照
価格にも影響を及ぼしうると考えられる。 
 
２．研究の目的 

本研究の目的は、価格の提示方法の違いが
消費者の内的参照価格形成及び更新に及ぼ
す影響について検討することである。 

その関連課題として、先行研究において提
示された様々な参照価格概念の整理、および
それらの中で、より重要な参照価格概念はど
の概念なのかについて検討する。 

長期的な展望としては、売り手が消費者の
内的参照価格を考慮して、最適な価格設定を
行うことを目的とした、実践的な参照価格測
定方法の提示を試みる。 
 
３．研究の方法 
 価格の提示方法が消費者の参照価格に及
ぼす影響について検討する前段階として、次
の 2点についての検討を行った。 
（１）内的参照価格概念に関連する先行研究
の文献レビューを行い、多様な内的参照価格
概念の整理を行った。前述の通り、先行研究
においては、様々な内的参照価格が提示され
てきた。これらの内的参照概念の整理を試み

た研究は散見されるが、統一した見解は得ら
れていない。本研究では、参照価格概念の整
理を試みた先行研究を踏まえて、それらの分
類の対応を行い、概念整理を行うことにした。 
（２）また、消費者は多様な内的参照価格を
保持していることが先行研究で主張されて
きているが、それらの内的参照価格のうち、
消費者は購買時にどの参照価格を用いるか
に関して、ウェブ調査を行った。ブランドレ
ベル、カテゴリーレベルそれぞれ 15 種類の
参照価格を提示し、回答者が購買時に使用す
る参照価格の回答と、各参照価格の重要度に
ついて 7段階で回答をえた。対象カテゴリー
は、有形財 4カテゴリー（携帯電話、ノート
パソコン、冷蔵庫、薄型テレビ、ランニング
シューズ、シャンプー、スナック菓子、ヨー
グルト、ジーンズ）、無形財 9カテゴリー（国
内線航空券、国内宿泊施設、フィットネスク
ラブ、プロ野球観戦）の計 13 カテゴリーで
ある。調査対象カテゴリーの選定にあたって
は、先行研究において採用された製品カテゴ
リーを勘案した。 
 
４．研究成果 
（１）に関しては、様々な内的参照価格概

念についての整理を行った、Klein and 
Oglethorpe(1987) 、 Winer(1988) 、
Lowengart(2002) などの先行研究を踏まえ
て、内的参照価格概念の整理を試みた。多く
の価格関連の実証研究で用いられた参照価
格 概 念 を も と に 、 Klein and 
Oglethorpe(1987) で は 3 つ の 概 念 に 、
Winer(1988) で は 8 つ の 概 念 に 、
Lowengart(2002)では 26の価格概念に分類し
ているが、本研究ではこのうち Klein and 
Oglethorpe(1987)と Winer(1988)の分類に注
目して、両研究における分類の価格概念の対
応関係を明確にした(表 1)。Lowengart(2002)
の分類は、価格概念間に重複が見られたため、
本研究における概念整理では対象外とした。 
それらの整理を踏まえて、消費者が持つ多

様な参照価格の中でどの価格概念がより重
要であるかを検討した。 
 

Klein and  
Oglethorpe 
(1987) 

Winer(1988) 

願望価格 公正価格 

留保価格 

閾値の下限 

期待将来価格 

市場価格 類似製品に課される価格

購買履歴価格 頻繁に課される価格 

前回支払価格 

通常購買ブランドの価格

表１ Klein and Oglethorpe (1987)の分
類と Winer (1988)の分類の対応 

受容価格域

値引き値上げ 参照価格

価格の提示方
法によって、
参照価格、受
容価格域の幅、
傾きに変化が
生じるのでは
ないか？



 

 

その結果として、Winer(1988)の分類にお
ける、消費者がその製品の品質に照らして
「このくらいが妥当であろう」と考える公正
価格と、消費者が「このくらいまでならば支
払ってよいだろう」と考える（支出可能額の
上限を表す）留保価格の 2つの内的参照価格
が消費者の購買意思決定時に重要であると
考察した。 

また、この二つの参照価格概念を用いて、
近年、インターネット上での音楽ダウンロー
ドや海外のレストラン、国内の宿泊施設等で
見られる、価格決定権を完全に消費者に委ね
る価格設定手法（Pay What You Want Pricing, 
Pay As You Wish Pricing などとも呼ばれる）
が成立するための条件について検討を行っ
た。その結果として、価格決定権を完全に消
費者に委ねる価格設定手法は消費者の公正
価格が留保価格と等しくなる場合か、留保価
格を下回る場合にのみ、取引が成立しうるこ
とを示した。また、そもそも公正価格を形成
できない消費者、あるいは（転売を目的とし
ているなどの理由でその製品の価値を認め
ようとせず、）公正価格を形成しようとしな
い消費者についてはこの価格設定は有効で
はないことを示した。 
また、これらを踏まえて、価格決定権を完

全に消費者に委ねる価格設定手法は、転売が
しにくく、消費者が価格の多様性を受け入れ
やすく、かつ限界費用が低い、無形財に適し
た価格設定手法であることが考察された。 

（２）のウェブ調査に関しては、有形財カ
テゴリーに関しては各カテゴリー206 名、無
形財カテゴリーに関しては各カテゴリー155
名に対して調査を行った。回答者の製品知識
の高低、価格意識の高低、製品関与の高低、
購買関与の高低などの消費者特性の観点か
らと、各製品カテゴリーの特性の観点から、
購買時に使用する参照価格に差異があると
いう仮説を立てて、分析作業を継続中であり、
平成 25年度中に成果を公表する予定である。 
 今後、（１）（２）の結果を踏まえて、消費
者が持つ参照価格としてより重要であると
みられる公正価格と留保価格を捉えるため
の価格への、価格提示方法の影響について検
討を行っていく。「心理的財布」で示されて
いる 4 つの影響要因との関係性についても、
それらの要因がどのように介在しているか、
今後、検討する必要がある。 
 また、（１）で述べた、価格決定権を完全
に消費者に委ねる価格設定手法については、
本研究で導出された仮説的考察を検証する
必要があり、今後、仮説検証のための実証分
析を行っていく予定である。 
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